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本ガイドは、研究者主導研究申請システムのウェブサイトに掲示されている申請証明、使

用条件・個人情報規約に従っています。作業内容はなるべく早めに、かつ頻繁に保存して

ください。なお、日本国内のレギュレーション、武田薬品工業株式会社の規則により、英

語版 Research System Guide の案内では支援できない部分がありますので、本ガイドを熟読

し申請してください。 
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1 研究者主導研究の種類  

Reserch Study Types 

研究者主導研究の種類 
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【注意事項】 

国内では、承認後の医薬品を用いた臨床研究、観察研究を支援いたします。 

原末・動物・細胞の提供を含む、非臨床研究を含みません。 

 

1.1 非臨床研究 

 

 

 

 

 

1.2 研究者主導研究（Clinical Investigator Initiated Sponsored Research） 

研究者主導の研究者主導研究（Investigator Initiated Sponsored Research、：以下、IISR

とする）とは、研究者が自ら立案した研究計画であり、その研究に対し弊社は契約

に基づき資金の提供を行います。研究者からご提示いただきました研究計画につい

ては、医科学性およびコンプライアンスの観点からメディカル関連部署にて厳密な

審査のもとに支援の決定を行います。なお、研究支援の決定は、弊社製品の処方お

よび推奨に影響を及ぼすことを目的としたものではありません。 

IISR の実施にあたっては、ICH-GCP、国内規制および指針などを遵守いただきま

すようお願いいたします。 

 

IISR は、製薬業界全体で一般的に医師主導研究（IIR）、医師主導研究（IIS）、医師

主導治験（IIT）、医師主導型治験（IST）とも呼ばれています。 

 

1.3 武田薬品工業株式会社が研究を支援する理由は？ 

弊社は、創薬・医療の質の向上につながる医科学研究を啓発・サポートする取り組

みを行っています。その一環として、弊社の重点疾患領域に合致する革新的な研究

者主導の臨床研究に対する支援をしています。 

 

当支援プログラムが果たす役割は次のとおりです。 

 

 医師主導研究の独立性、透明性を担保し、理解しやすく、効率的な研究計画の

遂行を促進する 

 求められている新たな研究分野を特定し、重点疾患領域での見識を深める医科

学的データ構築により医療のアンメットニーズを満たす 

 パイロット試験を通じて重点疾患領域で今後必要とされる新たな医科学研究

の可能性および妥当性を探索する 

 

研究者は、契約の内容に基づき臨床研究計画の策定および変更、モニタリング、ベ

ンダーとの交渉、データの取り扱いおよびアクセス、統計・解析にかかわる業務、
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ならびに解析結果に関する解釈および結果の公表、学会発表および論文投稿も含め、

これを遂行する責任があります。 

 

1.4 IISR 審査委員会 

弊社では提案を評価検討するため、社内に審査員会を設立しています。弊社が支援

しようとするすべての IISR について、科学性、倫理性、独立性、透明性および全

般的な安全性について審議し、決定を行います。 

なお、適切な審議を行うために委員を社内（海外含む）より選出しますが、医薬品

販売を担当する社員は委員に選出しないものとしています。 

 

1.5 研究支援の可能性 

研究計画の支援は、臨床での関連性、医科学的ベネフィット、弊社の重点疾患領域

における研究方針、経営資源などにより影響されることをあらかじめご了承くださ

い。また、IISR 支援プログラムで対象となる研究は、各国のガイドラインに基づ

き適用された利用可能な化合物および製品により制限を受けることがあります。 

疑問点などありましたら、下記の第 1.6 節に記載した連絡先にお問い合わせくださ

い。 

 

1.6 連絡先情報 

下記のウェブサイトでアカウントを作成することで、IISR の提案を提出すること

ができます。 

アカウント登録用 URL： 

http://www.takeda.com/research/iisr 

 

本支援プログラムに関するご不明な点やご質問は、お問い合わせ窓口に連絡してく

ださい。 

お問い合わせ窓口 電子メールアドレス： 

takeda_IISR_info@takeda.com 

  

http://www.takeda.com/research/iisr
mailto:takeda_IISR_info@takeda.com
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2 定義 

  

Definitions 

定義 



武田薬品工業株式会社 

9 
当プログラムの申請目的以外での使用、および弊社の許可なく複製・転用・流用・転売・複製等することを 

固く禁じます。 

2.1 医薬品有効成分 (API) 

医薬品に用いられている有効成分。薬理学的効果の発揮、あるいは診断、治療、緩

和、予防における直接的影響、もしくは生理的機能の回復や変化における直接的影

響が期待されます。 

 

2.2 臨床試験薬剤 (CTM) 

臨床研究で用いられる薬剤。研究実施計画書に明記された薬剤、対照薬、プラセボ

剤を含みます。 

 

2.3 弊社 [Company] 

本ガイドにおける「弊社」とは、武田薬品工業株式会社、およびその子会社、系列

会社、関連会社のことを指します。 

 

2.4 秘密保持契約 (CDA)  

機密情報および専有情報の開示前に、弊社と外部組織が双方で同情報の機密保持を

合意する契約です。 

 

2.5 代行入力者 [Delegate] 

研究責任者を代表して、IISR 申請システムに研究実施計画書や登録の更新情報な

どの、研究計画の情報を入力する者を指し、各研究計画の申請ごとに 1 名ずつとし

ます。権限付与申請のドキュメントを提出しなければ、代表者はアクセスを許可さ

れません。通常、研究代表者（下記の 2.15 に記載）がこれに当たります。 

 

2.6 公正市場価格 (FMV) 

規制のない市場の中で、一定ルールのもとに行われる公正な取引価格。購入意思が

あり、かつ購入可能な仮想の買い手と、販売意思があり、かつ販売可能な仮想の売

り手との間で、販売・購入が強制されることなく決定される価格で、現金等価交換

ともいわれます。公正な取引価格（FMV）を逸脱しない条件で弊社は支援します。 

 

2.7 Good Clinical Practice [GCP] 

臨床研究のデザイン、実施、遂行、モニタリング、監査、記録、分析、報告におけ

る基準。これによりデータおよび報告結果の信頼性と正確性、ならびに被験者の権

利、健全性、機密性が守られていることが保証されます。 

 

2.8 インフォームド・コンセント・フォーム(ICF) 

臨床試験に参加していただくためのインフォームド・コンセントを被験者から取得
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するまでの過程を記録することは、研究責任者の責任であり、そのフォームは、参

加者に関する登録の標準フォームとなります。同フォームには、国内で適用される

法律、規制および指針などによって定義されるインフォームド・コンセントに関す

る記載が、すべて含まれなくてはなりません。 

 

2.11 研究者 [Investigator] 

臨床研究の実施にかかわる医師、または医療関係者。研究代表者、研究責任者、研

究責任医師なども含みます。 

 

2.13 メディカルサイエンスリエゾン（MSL）[Medical Science Liaison] 

弊社において、研究者主導臨床研究に対する医科学的観点からの情報提供などの支

援を行う組織であり、弊社における医薬品販売を担当する部門から独立しています。

IISRにおける支援の窓口となります。 

 

2.14 規制当局 [Regulatory Authority] 

すべての行政当局（例：EMA、FDA、厚生労働省）を指します。ICH GCP ガイド

ラインでは、規制当局という表現には、提出された臨床データを審査する当局およ

び査察を実施する当局が含まれています。これらの団体は、所轄当局と呼ばれるこ

ともあります。 

 

2.15 研究代表者 [Sponsor] 

臨床研究の開始および管理に全責任を有する個人、会社、施設、組織の全代表者。

複数の施設において臨床研究を実施する場合は、代表してその業務を統括する者を

指します。研究代表者は、当該臨床研究の実施に関連するすべての該当する法律、

規則、指針を遵守する責任があります。 

 

2.16 研究責任者 [Sponsor-Investigator] 

個々の臨床研究機関（研究実施施設）において、臨床研究を実施するとともに、そ

こでの臨床研究にかかわる業務を統括する者。その者の監督の下で、被験者に対し

て薬剤が投与、配布、使用されます。ここでの研究責任者とは必ず個人を指し、企

業や機関は含まれません。研究責任者が、研究代表者である場合には、その両方の

義務があります。 

 

2.17 支援者 [Supporter] 

弊社は、支援プログラムにおいて承認された IISR の支援組織としての立場にあり、

研究責任者ではありません。 
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3 登録 

  

Registration 

登録 
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3.1 誰が登録できますか？ 

登録できるのは申請された研究の研究代表者（Sponsor）と研究代表者が指名した

代行入力者のいずれか１名に限られます。臨床研究の場合、一般的には研究責任医

師と主要研究実施施設の研究コーディネーターのいずれか１名です。 

 

研究責任者（Sponsor-Investigator）は弊社に署名入りの代表者申請フォームを提出

しなければなりません。このフォームのコピーについては、左側のナビゲーション

メニューを参照してください。 

 

代表者のアクセス取得に関する詳細情報は、担当のメディカルサイエンスリエゾン

（MSL）にお問い合わせください。 

 

3.2 登録フォーム 

登録フォームには、申請していただいた内容について確認していく上で必要となる、

登録者の基本的な連絡先情報が含まれます。入力していただく電子メールアドレス

は所属施設発行のものとしてください。所属施設以外の個人の電子メールアカウン

トでは登録できません。 

 

左側のナビゲーションメニューの「Need a User ID?」の欄にある「clicking here」

をクリックすると、登録フォームが表示されます。 
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固く禁じます。 

 

 

NPI 番号は国内では使用されていないので、入力せず空欄のままとしてください。 

 

この登録者情報は、ログイン後に「Update Profile」をクリックして、いつでも更新

することができます。 

 

 

  

重要な注意：登録者の所属施設または団体の変更がある場合は、「Contact Us」から、

適切なグローバル審査チームを宛先として申請しなければなりません。契約書に影

響を与えるいかなる変更も、弊社のドキュメントによる事前の同意があらかじめ必

要です。 

 

 

3.3 登録通知の電子メール 

登録いただくと、システムが作成した電子メール 2 通があなたのもとに送付されま

す。「Takeda VT : REQUEST COPY: Registration Confirmation」という件名の電子メー

ルには、弊社の IISR 支援プログラムに関する概要が記載されています。もう 1 通

の「Takeda VT : Temporary Password」という件名の電子メールには、仮パスワード

が記載されています。 

 

3.4 パスワードの設定 

左側のナビゲーションメニューの「User ID」の欄に申請した電子メールアドレス

を入力し、「Password」の欄に送付された仮パスワードを入力して をクリ
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ックすると、パスワード変更フォームが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

「Current Password」の欄に仮パスワードを再び入力し、「New Password」と「Confirm 

New Password」の欄に新たなパスワードを入力して「OK」をクリックすると、本

登録が完了します。 

 

 

 

 

 

 

パスワードはいずれも次の条件を満たすものでなければなりません。 

 

 8 文字以上であること 

 記号および数字を 1 つ以上含むこと 

 小文字および大文字を含むこと 

 最新のものから数えて過去 5 つのパスワードと同じでないこと 
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4 システム概略 

  

System Overview 

システム概略 
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4.1 タスクリスト[Task List] 

本システムにログインすると、進行中のすべての研究のタスクリストが表示されま

す。 

 

 

注意：新たに登録したユーザーの初期画面は空欄です。 

すべてのタスクは、種類ごとにグループ分けされています。 

 

4.2 すべての申請情報リスト [All My Proposals]  

左側のナビゲーションメニューの「All My Proposals」をクリックすると、これまで

の申請情報をすべて見ることができます。 

 

  

 

これまでの申請情報をコピーするには、「Task List」または「All My Proposals」リ

ストでコピーしたい申請情報を選択し、右側の をクリックします。 
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申請同意書の再読と同意を求めるメッセージが表示されます。コピーした申請情報

の「New Grant Dialog」の入力も必要です。 

 

 

 

新たにコピーした申請画面で、「Submission Type」を旧版と異なる選択をした場合、

表示される項目が変わることがあります。 

 

4.3 個々の申請情報のナビゲーション 

各申請情報にはいくつかのタブが表示されます。タブは申請の種類と審査の状況に

応じて異なります。 

 

 

申請情報の審査が開始されると、申請フォームの上部にタブが追加表示されます。

既存タブの情報を見ることはいつでもできますが、申請された後の情報は閲覧のみ

で編集できない場合があります。 

 

タブ間のナビゲーション移動は、各ページの下にある矢印を用います。 
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Status Updates：改訂、請求書、公表の最新情報、研究にかかわる人員リストが表示

されます。 

 

Enrollment：被験者登録の最新情報が表示されます。 

 

Regulatory Info：倫理審査委員会承認ドキュメントなどの規制関連ドキュメント情

報が申請後に表示されます。なお、国内では治験および未承認薬の臨床試験は支援

しませんので、IND、IMP 番号、登録番号情報は該当しません。登録の開始後、こ

の情報は「Main」タブに表示されます。 

 

 

Main：研究に参加している研究実施施設とその試験にかかわる職員の一般情報が表

示されます。登録の開始後、このタブには最初の申請に含まれるすべての情報が表

示されます。 

 

Study Design：研究デザインの詳細情報（例：組入基準／除外基準、相関関係、被

験者登録のタイムライン）が表示されます。登録の開始後、この情報は「Main」タ

ブに表示されます。 

 

Support：弊社への予算要求情報および薬剤の支援情報が表示されます。日本国内

では市販のルートで購入していただくため、薬剤支援情報は対象外になります。予

算管理にあたっては、担当のメディカルサイエンスリエゾン（MSL）を通じてご入

手いただく budget worksheetを利用してください。 

 

Attachments：審査のために補足ドキュメントを登録します。研究実施施設の倫理審

査委員会または規制当局への最初の申請で使用された研究実施計画書およびイン

フォームド・コンセント・フォームが本タブで登録され、それらの履歴が表示され

ることになります。登録の開始後、この情報は「Main」タブに表示されます。 
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4.4 申請情報の表示画面でのアクション 

 プリンターアイコンをクリックすることで、申請情報をいつでも印刷でき

ます。新規の申請では、未記入の申請フォームの印刷も選択することができま

す。それによって必要とされるすべての項目を知ることができます。 

 

 更新アイコンをクリックすると、本システムに保存された最新情報に更新

されます。 

 

 複数の申請間のナビゲーションは、各申請の上部にある「Save」ボタ

ンの左右の矢印をクリックすることで、トップページに戻らずに移動ができま

す。 

 

 「Save」ボタンによりすべての更新情報が本システムに保存されます。

失われたデータを回復する方法はありませんので、作業内容をなるべく早めに、

かつ頻繁に保存することが重要です。 

 

重要な注意：各セッションは、何もしない状態が 90 分続くとタイムアウトしま

す。作業内容をなるべく早めに、かつ頻繁に保存してください。 

 

 「Submit」ボタンにより、すべての更新情報が審査のために送信され

ます。 

 

 および 「Edit」および「View」アイコンにより、選択したテキス

トボックスが展開しますので、大量の情報の編集または閲覧が簡単に行えます。

新たなドキュメントは、「Edit」アイコンをクリックして表示されるダイアロ

グからアップロードすることができます。 

 

 「Add」アイコンは、例えば研究の人員の追加など複数の入力ができる

セクションに表示されます。「Add」をクリックすると複数入力画面がポップ

アップします。 
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 情報アイコンをクリックすると、アップロードしたドキュメントの履歴を

見ることができます。 

 

 削除アイコンをクリックすると保存したドキュメントを削除できます。 

 

4.5 申請要件 

本システム全体を通して、審査のすべての段階で、入力必須項目はそれぞれアスタ

リスク「*」で示されています。 

 

申請情報の上部に進行表示バーが表示されます。 

未入力の項目を確認するには、「Show Details」をクリックしてくだい。 

 

4.6 電子署名 

研究責任者による電子署名が必要となる可能性があります。その場合は、

「echosign@echosign.com」から電子メールで電子署名用フォームが送られます。 

 

重要な注意: Echosign の電子メールは、絶対に転送しないでください。同じ研究実

施施設に所属している他のメンバーが、この電子署名用フォームの使用者として適

される場合は、リンクをクリックして権限委譲を先に行ってください。 

 

mailto:echosign@echosign.com
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受信した電子署名用フォームの必須項目をすべて入力し、署名をして送信してくだ

さい。 

 

 

電子署名フォームの送信後に、署名したフォームのコピーとともに、送信完了確認

の電子メールが届きます。 

 

4.7 連絡先 

国内では、お問い合わせ窓口に連絡してください。 

お問い合わせ窓口 電子メールアドレス：takeda_IISR_info@takeda.com  

 

個々の申請情報に関する質問は、担当のメディカルサイエンスリエゾン（MSL）に

直接お問い合わせください。 

 

以下がグローバルサポートとなります。 

 

 System Questions：システムに関する質問は、「Contact Us」をクリックしてく

ださい。 

mailto:takeda_IISR_info@takeda.com
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【注意事項】 

国内では、非臨床研究についての支援は行っていません。こちらのメニューを選

択しないようにお願いいたします。 

 

 

 Technical Support：エラーメッセージやアプリケーションの不具合の際は、こ

ちらを選択してください。 

 

 Oncology Support (Pre-Clinical)： 

 

 

 

 

 

 

 Oncology Support (Clinical)：オンコロジー関連の IISR の臨床研究と観察研究に

関する質問は、こちらを選択してください。 

 

 Non-Oncology Support：その他の疾患領域の IISR の申請情報に関する質問は、

こちらを選択してください。 

 

4.8 サポートガイド 

左側のナビゲーションメニューは、グローバルメニューとなりますので、国内では

担当のメディカルサイエンスリエゾン（MSL）を通じてご入手ください。 
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6 臨床研究のコンセプト 

 

  

Clinical Concepts 

臨床研究のコンセプト 
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【注意事項】 

この日本語申請システムガイドに準拠する国内支援では

「Preclinical/Nonclinical Request」を選択しないようにお願いいたします。 

6.1 新規の申請開始 

ログイン後のトップページにある をクリックしてください。 

申請規約を読み、同意する場合は のチェックボックスをクリックしてく

ださい。チェックボックスをクリックするにはスクロールが必要となる場合もあり

ます。 をクリックして、申請フォームに進みます。 

 

重要な注意：新規の申請は研究責任者が行ってください。研究責任者の代理人が新

規の申請を行う場合は、代理申請の証明として、研究責任者の電子署名が必要です。

電子署名の詳細については、第 4.6 節を参照してください。 

 

6.2 新規の申請ダイアログ [New Grant Dialog] 

申請条件に同意いただくと、次の情報を入力する画面が表示されます。 

 

 

Submission Type：国内では非臨床研究 (Preclinical/Nonclinical Request)は支援してお

りません。臨床 IISR Request のみを支援しています。 

 

 

 

 

 

 登録や（患者の）観察研究は、「Clinical IISR Request」の submission type に基

づいて分類してください。 

 

申請情報の種類が不明の場合は、担当のメディカルサイエンスリエゾン（MSL）ま

たは国内お問い合わせ窓口 (takeda_IISR_info@takeda.coｍ)に連絡してください。 

Therapeutic Area：疾患領域を選択します。この選択は後で更新することができませ

ん。以降の選択項目は、本項目の選択にリンクしております。 

mailto:takeda_IISR_info@takeda.co
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 固形腫瘍の研究は「Oncology」を選択してください。（例：神経芽細胞腫、非

小細胞性肺がん） 

 移植片対宿主病（GVHD）の研究は「Oncology」を選択してください。 

 

Country of Sponsor：日本を選択してください。 

 

Compound：入力に応じて薬剤が表示されます。なお、日本国内では薬剤の提供は

現時点では対応しておりません。国内で市販されているものを購入いただくことに

なります。 

 

 弊社の薬剤と関連しない疾患研究に対するサポートを要請する場合は、「Not 

Applicable」を選択してください。 

 

注意：国内で承認されていない薬剤は IISR の対象外になります。質問がありまし

たら、担当のメディカルサイエンスリエゾン（MSL）または、国内お問い合わせ窓

口 takeda_IISR_info@takeda.comに連絡してください。 

 

6.3 新規申請画面 

新規に申請した直後の申請情報画面は、上部の 4 つのタブが表示されます。

  

これらの 4 つのタブを切り替えながら、必要項目を入力し、申請してください。必

要項目はアスタリスク「*」で示されていますので、すべて入力していただく必要

があります。 

 

 

  

mailto:takeda_IISR_info@takeda.com
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6.4 Main タブ 

 

6.4.1 請求者 [Requestor] 

「Requestor」の欄には、ログインしたユーザー名が自動的に入力されます。 

 

重要な注意：弊社による研究の支援内容は、米国の医師への支払い情報公開法

（Physician Payments Sunshine Act）、国内の透明性ガイドラインなどのすべての法律

および規則に従って公開されます。 

 

6.4.2 新規申請の研究について IND または CTA を提出する予定がありますか？ 

日本国内では、IND や CTA の関係する試験は対応しておりません。 

 

6.4.3 研究グループ 

参加している研究活動が、共同研究、ネットワーク研究、コンソーシアム研究に該

当する場合、その研究グループの名称を入力してください。 

 

6.4.4 研究代表者研究実施計画書番号 

申請する研究が、弊社の支援とは独立した組織、共同研究グループ、ネットワーク、

コンソーシアムの支援を受けている場合、その研究実施計画書番号を、申請時に入

手できていれば入力してください。 

 

6.4.5 研究責任医師 [Principal Investigator] 

 

登録時に入力した連絡先情報をこの欄にコピーするには、「Copy My Profile」をク

リックしてください。 

 

新規の申請ごとに、現在の電子メールアドレスを確認する必要があります。 
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6.4.6 研究代表者または研究実施施設 [Sponsor or Institution] 

 

研究責任医師の連絡先情報から主要研究実施施設の連絡先情報をコピーすること

ができます。 

 

重要な注意：弊社による研究支援内容は、国内の透明性ガイドラインなどのすべて

の法律および規則に従って公開されます。 

 

6.4.7  人員の追加 

 

申請時に明らかになっている場合には、次の連絡先情報を入力してください。 

 

 研究コーディネーター 

 受託コーディネーター 

 支払先住所 

 薬剤師 

 研究分担医師（研究責任医師のみの場合もある）（各施設） 

 

追加した各連絡先について、役割、電話番号、電子メールアドレスを記入する必要

があります。その他のすべての連絡先は、研究責任医師の情報からコピーすること

ができます。 

 

6.4.8 研究実施施設の追加 

多施設共同研究の申請では、各共同研究実施施設を をクリックして申請情報

に追加してください。 
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共同研究施設候補がまだ決まっていない場合、施設数を入力できます。 

 

重要な注意：すべての共同研究実施施設の追加は、追加施設として最初に申請する

か、承認後に変更しなければなりません（第 8 節を参照）。 

 

重要な注意：試験実施国は新規の申請時に確定されていなければならず、すべての

研究実施施設は研究実施計画書の最終承認の前に確定されていなければなりませ

ん。 

 

6.5 Study Design タブ 

 

 

6.5.1 理論的根拠 

申請研究案件の背景、妥当性、医科学的重要性について、専門家以外でも理解でき

るよう充分な説明を入力してください。 

 

6.5.2 投与計画 

研究の投与計画を記入してください。すべての投与群に対する、薬剤名、投与用量、

投与方法、投与サイクル、手順、その他、その研究に特有な情報を含む詳細な投与

情報を入力してください。 

 

薬剤投与を伴わない研究（例：カルテのレビュー）では、この欄に「None」と入

力してください。 

 

6.5.3 統計分析計画 

適用予定の統計手法と分析方法について、主要ポイントを説明してください。検出

力を支持する有用な統計資料・データがあれば、入力してください。 
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固く禁じます。 

統計分析を用いない場合は、「None」と入力してください。 

 

6.5.4 研究の詳細 

その他、申請研究に関連する項目（例：患者集団とその層別化方法など）について

記述してください。 

 

 

6.5.5 オンコロジー – がんのタイプと病状 

「Select Malignancy」のドロップダウンメニューから、血液がん、固形がんなどの

がんのタイプを選択してください。 

 

「Disease State」の右側にある ボタンをクリックして、がんのタイプおよび対

応するサブタイプ、そして組織学的な悪性度を選択してください。申請情報が複数

のタイプにまたがる場合（例、AML および ALL）、 をクリックしてそれぞれ

別々にリストアップしてください。 

 

がんのサブタイプまたは組織学的悪性度が患者の選択に関係しない場合、「Not 

Applicable」を選択してください。がんの申請を行う場合、「Disease State」を少な

くとも 1 つは選択する必要があります。 

 

6.5.6 相関研究 

申請されている研究に相関研究が含まれるかどうか選択してください。 

含まれる場合は、申請されている相関研究の全アッセイ方法、用いられる組織、ア
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ッセイの頻度および相関検討を行う時期について入力してください。 

 

6.5.7 症例登録とタイムライン 

 

Total # of Patients or Samples 

予定している患者登録数またはサンプル数の総計を入力してください。 

 

カルテレビューの研究では、各々評価を予定しているカルテの数を入力してくださ

い。 

 

Rate (Patients or Samples / Month) & Justification 

研究実施施設の、過去の同種の研究の実績などを踏まえて、症例数の割合と、その

算出根拠について入力してください。 

 

Months from Concept Approval to Study Activation 

弊社がコンセプトを承認してから研究を開始するまでにかかる時間を入力してく

ださい。この概算時間は、研究実施計画書の作成、契約交渉、倫理審査委員会の承

認、規制当局の承認などにかかる時間も含みます。 

 

弊社の過去の米国での実績では、通常、コンセプトの承認から研究の開始までに約

12 ヵ月かかっています。 

 

Months from Site Activation to FPI 

研究開始から研究薬剤の最初の投与までにかかる月数を入力してください。 
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これには患者の同意を得て、患者の本研究参加の適格性を評価検討する期間も含ま

れるので留意してください。 

 

注意：相関研究またはカルテのレビュー研究の場合、患者登録に関連するすべての

欄に 0 ヵ月と入力してください。 

 

Months from LPI to LPO 

患者登録の最終登録から最終投薬の平均投与期間を入力してください。 

 

Months from LPO to Final Data / Manuscript 

研究薬剤の最終投与から、最終研究報告または論文投稿までにかかる期間を入力し

てください。 

 

6.5.8 研究の追加情報 

所属の研究実施施設で競合する研究が存在するかどうかを選択してください。存在

する場合は、それら競合研究の説明、その競合する研究が本研究の患者登録に及ぼ

しうる影響、競合研究の終了予定のおおよその時期を入力してください。 

 

6.5.9 公表予定 

本研究データの公表予定を入力してください。下記の公開方法は一例であり、これ

らに限定されるものではありません。 

 

 学術論文：印刷版、電子版、オープンアクセス論文、レビュー論文 

 学会発表：抄録、ポスター、口頭発表、別冊抄録集、学会紀要 

 

発表の種類（「Publication Type」）が最終研究レポートのみの場合は、「Journal or 

Meeting Name」の欄には「N/A」と入力してください。 

 

6.6 Support タブ 

 

重要な注意：他の第三者からの薬剤または予算の支援要請の情報はすべて開示して
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ください。弊社は、第三者の関与している申請に対して、それら関係者との契約を

個別に行うことにしています。 

 

6.6.1 研究予算 

資金支援を要請する場合は、担当のメディカルサイエンスリエゾン（MSL）を通じ

て budget worksheet を入手してください。 

 

budget worksheet に請求する金額を日本円で入力してください。 

 

小計（紫色で示された部分）を、本システムの対応する項目に入力してください。

資金支援を要請しない項目には 0 を入力してください。 

  

「% Requested」の欄には、予算のうち支援要求額が占める割合を入力してくださ

い。 

入力した小計と割合から「Total Study Costs」および「Amount Requested」が自動的

に計算されます。 
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をクリックして、研究実施計画書申請における追加資料として研究予算申請書

類を添付してください。左側のナビゲーションメニューから入手できる専用の

budget worksheet で書類申請されなかった場合、予算審査が遅延する可能性があり

ます。 

 

IISR 審査委員会が予算請求書類を審査します。研究に関与するサービス、手順、

材料に対する公正市場価格からみた妥当性の評価を第三者を交えて実施いたしま

す。その結果に応じた費用を提示する場合もあります。 

 

6.6.3 研究実施計画書に提案された、弊社とは独立して提供される薬剤 

当該研究で使用されるすべての薬剤（例：プラセボ、化学療法、免疫療法、放射線

治療）については、 をクリックし、別途、入力欄に追加入力してください。 

 

注意：「Other Protocol Agents」は一般名のアルファベット順に分類されています。

もしリストにない場合は「Other」を選択し、自由記述欄に当該化合物を入力して

ください。 

 

研究実施計画書に提案された他の薬剤の入手方法を示してください。 

 

 Agreement：第三者との合意（例：契約）を介して入手 

 Commercial：市販のものを購入 

 Grant：第三者から「付帯条件なし」で入手 

 

6.7 Attachments タブ 

 

申請情報を IISR 審査委員会が審査するためには、研究責任医師の履歴書（CV）が

必要です。 

 

 

「Protocol」にアスタリスク「*」が付けられていますが、「Protocol」研究実施計画
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書はコンセプト申請段階では必須ではなく、後日、提出することが可能です。 

 

追加添付セクションでは、これまでの研究、関連資料、予算を裏付ける資料などの

添付を検討してください。 

 

6.8 申請情報の送信 

すべての情報が漏れなく正確に入力されていることを確認したら、 をク

リックしてください。 

 

必須入力欄が空欄のままの場合、画面の上部に赤字でそのことが表示されます。 

 

送信が無事終了した場合、申請の詳細は読み取り専用となります。 

 

送信後に情報を更新する必要がある場合は、担当のメディカルアサイエンスリエゾ

ン（MSL）または国内お問い合わせ窓口 (takeda_IISR_info@takeda.coｍ)に連絡

してください。 

 

6.9 追加情報の要求 

審査に追加情報が必要となった場合には、電子メールでご連絡いたします。追加情

報の要請はログイン後の申請情報の上部に表示されます。 

mailto:takeda_IISR_info@takeda.co
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研究がタスクリスト[Task List]に表示されない場合、申請情報は現在審査中であり、

編集できない可能性があるので、注意してください。申請情報を更新したい場合は、

担当のメディカルサイエンスリエゾン（MSL）または国内お問い合わせ窓口 

(takeda_IISR_info@takeda.coｍ)に連絡してください。 

  

mailto:takeda_IISR_info@takeda.co
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7 研究実施計画書 

 

  

Clinical Protocols 

研究実施計画書 
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7.1 研究実施計画書の提出 

 

コンセプト申請情報が IISR 審査委員会で承認された場合、研究実施計画書の完全

版の提出を求める電子メールが送付されます。タスクリスト[Task List]で該当する

申請情報の「Provide Protocol Documents」をクリックし、「Attachments」へと進んで

ください。 

 

をクリックして、研究実施計画書および該当する場合はインフォームド・コン

セント・フォームを添付してください。進行表示バーが消えてから、ポップアップ

したウインドウの をクリックしてください。 

 

 

重要な注意： を必ずクリックして添付ドキュメントを審査チームへ送信し

てください。 

 

7.2 研究実施計画書に対するコメントの送付 

研究実施計画書に確認事項がある場合、電子メールが送信されます。 

 

提出された研究実施計画書に関するコメントを見るには、リンク付けされたドキュ

メント名をクリックしてください。 
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固く禁じます。 

過去に提出した研究実施計画書を閲覧するには、インフォメーションアイコン

をクリックしてください。 

 

7.3 研究実施計画書の改訂版の申請 

コメントに対処したら、 をクリックしてください。 

 

まず をクリックし、その後に をクリックして研究実施計画書の改訂

版をアップロードします。 をクリックした後、 をクリックするこ

とにより審査チームに送信されます。削除したドキュメントは、インフォメーショ

ンアイコン をクリックするとこれまでの版の履歴が表示されます。 

 

7.4 予算の詳細の要請 

予算の詳細がコンセプト申請情報に含まれていなかった場合は、研究実施計画書の

草案に含めてください。 

当初の提案から予算の詳細が実質的に変更となった場合は、追加審査が必要となる

可能性があります。 
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7.5 規制当局への相互参照レターの要請 

日本国内では対応しておりません。 

 

7.6 規制要件関連ドキュメントの要請 

研究実施計画書が、研究実施施設の IRB（施設内倫理委員会）/IEC(独立倫理委員

会)の審査にまわせると弊社が承認した場合、規制要件関連ドキュメント（Ethics 

Approved Letter など）を要請する電子メールが送付されます。申請情報の中で、該

当する「Provide Regulatory Documents」をクリックしてください。 

 

日本国内では、IND の関係する試験は対応しておりません。さらなるドキュメント

の添付が必要な場合は、 を選択してください。 

 

すべての要求されている規制要件関連ドキュメントが入手されアップロードされ

たら、 をクリックして、審査のために弊社に送信してください。 

 

重要な注意：試験開始前の改訂に関連する規制要件関連ドキュメントを提出する場

合は、第 8 節を参照してください。 
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8 臨床研究の改訂 

  

Clinical Amendments 

臨床研究の改訂 
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8.1 全般 

臨床研究に関する改訂は、いつでも申請することができます。しかし、いずれの改

訂も、実施前に、必ず書面による弊社の審査・承認が必要です。 

 

8.2 研究開始前の改訂の申請 

研究の開始前に改訂を望まれる場合は、担当のメディカルサイエンスリエゾン

（MSL）に連絡してください。 

 

8.3 研究開始後の改訂の申請 

実施中の臨床研究に対する改訂は、「Status Updates」タブから弊社宛に申請するこ

とができます。 

 

 

新しい改訂を申請するには、「Amendments」の右側にある をクリックしてく

ださい。既存の改訂を編集するには、「Amendments」の右側にある をクリッ

クしてください。 

 

または をクリックすると下の表が表示されます。 

 

次の項目に入力する必要があります。 
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 Amendment Request Date：改訂を申請した日付です。 

 

 Reason for Amendment：改訂の理由です。 

 

 Cover Letter：改訂の内容、根拠、申請された予算などへの影響を Cover Letter

に記載してください。すべての改訂の申請情報は研究責任者（複数の施設の場

合は全施設の研究責任者）の事前承認が必要です。 

 

申請された改訂が予算に影響を及ぼす場合、資金支援の変更を詳細に記述した改訂

版予算ドキュメントの提出も必要となります。 

 

をクリックして、審査のために最新情報を提出してください。提出後は、

審査が行われるまで編集できないようロックされます。 

 

8.4 改訂状況のチェック 

改訂状況はいつでも見ることができます。「Status Update」タブの「Amendment」に

進み、該当する記載の または をクリックしてください。 

 

下記のものをポップアップボックス内で閲覧可能です。 

 

 改訂が決定された日付 

 改訂の状態 

 承認された予算額（該当する場合） 

 IRB／EC 審査に移行する承認の日付 
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改訂に関して弊社から書面での回答を受け取るまで、研究実施計画書の改訂を臨床

研究実施施設の倫理審査委員会に提出しないようお願いいたします。 

 

8.5 研究実施計画書の改訂版のアップロード 

研究デザインまたは研究実施計画書に対しての改訂の承認が得られた場合、変更の

すべてを反映した研究実施計画書の改訂版を審査のためにアップロードする必要

があります。 

 

研究実施計画書の改訂版をアップロードするには、 をクリックして改訂ウイ

ンドウを開きます。 をクリックして「Revised Protocol Document」フィールドを

開き、研究実施計画書の改訂版を添付してください。 

 

研究実施計画書の改訂版を添付したら をクリックし、その後に を

クリックして研究実施計画書の改訂版を送信してください。 

 

8.6 研究実施計画書に対するコメントの送付 

研究実施計画書で確認事項がある場合、電子メールが送信されます。 

 

研究実施計画書の改訂版に対するコメントを閲覧するには、該当する改訂の

をクリックし、その後にドキュメント名のリンクをクリックしてください。 

 

 

8.7 研究実施計画書の改訂版の申請 

いずれかのコメントに対応したら、該当する改訂版の をクリックして改訂ウ

インドウを開きます。その後に をクリックして、研究実施計画書の旧版と置き

換えます。 
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まず をクリックし、その後に をクリックして研究実施計画書の改訂

版をアップロードします。 をクリックして、その後に をクリック

して、研究実施計画書の改訂版を送信してください。 

 

すべてのコメントが対応されると、研究施設の IRB/EC 審査に移行を許可する書面

が弊社から送信され、「Date Approved for IRB/EC」が表示されます。 

 

8.8 規制要件関連ドキュメントの改訂版のアップロード 

臨床研究実施施設の倫理審査委員会の承認を受けた後、承認書および承認された研

究実施計画書（必要な場合）を該当する改訂項目にアップロードしてください。 
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9 情報の更新 

  

Status Updates 

状態の更新 
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9.1 毎月の更新 

研究の開始後には、登録患者または解析されたサンプルの総数の最新情報を毎月末

までに入力する必要があります。タスクリスト[Task List]の該当する申請で「View or 

Add Status Updates」をクリックし、「Enrollment」タブをクリックしてください。 

 

 

「Enrollment/Milestone Updates」の右側にある をクリックしてください。

は過去に報告した患者登録を修正する場合にのみ使用してください。 

 

 

累積患者登録の合計を「Total Cumulative Enrollment」に入力し、必要な場合はポッ

プアップウインドウで完了した研究のマイルストーンの日付を記録してください。 

 

研究のマイルストーンは次のように定義されています。 

 

 FPI Date：最初の患者が研究に登録されると推定される日付。 

 50% Accrued Date：患者の累積登録数またはサンプルの解析数が 50％に達する

と推定される日付。 

 100% Accrued Date (LPI)：最後の患者の登録または最終サンプルの解析が実施

されると推定される日付。 

 Last Patient Out Date：研究の最後の患者が研究実施計画書に従って処置を終了

すると推定される日付。 

 Actual Final Publication Date：弊社への最終研究レポートの提出/公表の予定日

付。詳細は第 6.5.9 節を参照してください。 

 

重要な注意：被験者登録の定義は研究ごとに異なる可能性があります。研究の合意
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書（契約）および該当するすべての研究ドキュメントを参照してください。 

 

重要な注意：研究責任者は、規制当局の定める有害事象の報告義務を遵守する責任が

あります。有害事象の報告要件については、研究実施計画書および契約書をご参照く

ださい。 

 

9.2 改訂 

すべての改訂はその実行の前に、弊社の書面による承認が必要です。改訂の申請に

関する情報は、第 8 節を参照してください。 

 

9.3 公表 

IISR のデータまたは結果が含まれている資料は、何らかの公開または出版に先立

って必ず弊社に対して事前に申請する必要があります。すべての出版物の草稿およ

びそれに類するもの（下記のものを含みますが、これに限定されるものではありま

せん）の弊社の審査部門による審査期間は 30 日間と想定して公表締め切り前に余

裕をもって申請してください。 

 

 学術誌：印刷版、電子版、オープンアクセス論文、レビュー論文 

 学会発表：抄録、ポスター、口頭発表、別冊抄録集、学会紀要 

 

「Status Updates」タブに移行し、「Publication Updates」の右側にある をク

リックしてください。 

 

Publication Type 

適切な公表のタイプを選択し登録してください。初期の抄録は、必要であれば抄録

のオプションを 1 つ選択し、最終版は後でアップロードしてください。外部へ公開

しない場合は「Final Study Report Only」を選択してください。 
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Final Publication 

試験の全参加者の要約を含む最初のものの場合は「Yes」を、暫定的なもの、また

はサブ解析の場合は「No」を選択してください。 

 

Pub Review Needed by Date 

弊社の審査完了期日を提示してください。 

 

Actual Publication Date 

実際に公表された日付を、公表後に提示してください。 

 

添付ファイル 

公表資料が複数のドキュメントにわたる場合は、単一の ZIP ファイルとしてアップ

ロードしてください。 

 

公表後に、添付ファイルを最終版に更新してください。 

 

公表エントリーの右側にある をクリックし、次に前の版と置き換えるために

をクリックしてください。 

 

 

をクリックして、前の版を削除してください。 をクリックして改訂版

の研究実施計画書をアップロードし、次に をクリックしてください。それか

ら をクリックして送信してください。 

 

注意：研究が終了した後にも、予定される論文の草稿については引き続き提出して

ください。終了した研究に関する論文の提出は、「All My Proposals」の該当する申

請をクリックし、その後に をクリックして予定論文の更新版の草稿を送信

してください。 

出版社より、論文原稿を修正後、再投稿するように要請された場合も、同様に、再

投稿の前に必ず、再申請手続きをしてください。 
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9.4 請求書 

タスクリスト内の当該請求書を確認するには「View or Add Status Updates」をク

リックし、次に「Support」タブをクリックしてください。 

 

資金支援を受けている場合、それぞれの支払いマイルストーンの完了後に「Status 

Updates」タブの中で請求書を送信してください。該当するマイルストーンについ

て、当該請求書の説明記載で明示してください。 

 

支払いが患者登録と関連付けられている場合、最新の患者登録数が該当するマイル

ストーン要件を満たしているか、あるいは上回っている必要があることに注意して

ください。患者登録数の更新方法の詳細は、第 9.1 節を参照してください。 

 

9.5 医薬品有効成分（API）または治験薬（CTM）の請求 

日本国内では対応しておりません。 

 

9.5.1 薬剤の請求 

日本国内では対応しておりません。 

 

9.5.2 医薬品有効成分（API）または治験薬（CTM）の配送の確認 

日本国内では対応しておりません。 
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10 研究の終了 

  

Study Closeout 

研究の終了 
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10.1 最終研究総括報告書／論文の草稿 

患者を登録するすべての臨床研究では、研究の終了の前に最終研究統括報告書また

は論文の提出が必要とされます。 

 

研究の患者登録が終了した時点で、公表計画について「Publication Updates」セクシ

ョンの をクリックして入力してください。 

 

再申請手続きについては第 9.3 節を参照してください。 

 

10.2 早期中止 

資金支援のある臨床研究が予定の総患者登録数に達する前に中止された場合、最終

的な資金支援額は交わされた契約の条項に基づき決定されます。 

 

すべてのドキュメントを審査した後、契約の締結者すべてに契約の終了が通知され

ます。 

 

10.3 規制要件関連のドキュメント 

研究責任者は、臨床研究実施施設の倫理審査委員会の最終通知レターを入手したら、

ただちに「Status Updates」タブで最終通知レターをアップロードする必要がありま

す。 

 

 

10.4 臨床研究で用いられた薬剤・物資の返却 

日本国内では薬剤の弊社からの提供はないことから、薬剤の返却は対象外となりま

す。 
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11 FAQ 

  

FAQ 
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11.1 トップページが空欄ですが、なぜですか？ 

ログイン後、トップページには未処理のタスクが表示されます。申請情報が審査中

の場合、これはトップページには表示されません。 

 

審査中の以前の申請情報は、「All My Proposals」をクリックして確認することがで

きます。 

 

  

11.2 申請でのログイン後に時間制限はありますか？ 

あります。各セッションは何もしない状態が 90 分続いた後には自動的にタイムア

ウトします。タイムアウトした場合、ユーザーネームとパスワードを再入力する必

要があります。 

 

重要な注意：新しい申請情報の登録作業で保存していなかった場合、90 分を超え

たものについてはすべてのデータが失われます。失われたデータを回復する方法は

ありませんので、なるべく早めに、かつ頻繁に保存することが重要です。保存する

と、タイムアウトするまでの時間はその都度リセットされます。 

 

11.3 申請情報の保存はどうしたら良いですか？ 

申請情報の上部にある をクリックしてください。保存が無事終了した場

合、ポップアップメッセージが表示され、申請情報が保存されたことが示されます。 
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申請情報の別のタブに移動する前に、すべての変更を保存することを推奨します。 

 

11.4 参考文献またはグラフの提出はどのようにしたら良いですか？ 

テキストとして追加できない補足ドキュメントは、申請情報の最後のタブで添付ド

キュメントとして申請・保存することができます。その際、補足ドキュメントの添

付があることを知らせるコメントを付け加えてください。 

 

11.5 添付ドキュメントの最大ファイルサイズはいくらまで大丈夫ですか？ 

添付ドキュメントの最大ファイルサイズは 20MB です。 

 

ファイルサイズが 20MB を超える場合、画像の解像度を下げるかドキュメントをい

くつかのファイルに分割するなどして、ファイルサイズを小さくしてください。 

 

11.6 確認の電子メールを受け取っていないのですが、どうしたら良いですか？ 

確認の電子メールは、新しい情報が入力されるたびに研究責任者（および該当する

場合は代表者）に送信されます。 

電子メールは 15 分間隔で配信され、 ボタンがクリックされるごとに 1 回

送信されます。暫く待っても届かない場合は、国内お問い合わせ窓口 

(takeda_IISR_info@takeda.coｍ)あるいは担当メディカルサイエンスリエゾン

（MSL）に連絡してください。 

 

11.7 申請情報のプリントアウトはどのようにしたら良いですか？ 

申請情報の上部右隅にあるプリントアウトアイコンをクリックして、いつでも印刷

することができます。 

 

 

11.8 申請情報のコピーはどのようにしたら良いですか？ 

以前の申請情報の更新版を送信したい場合には、申請コピー機能 を

使用することができます。申請をコピーするには、タスクリスト[Task List]または

すべての申請情報[All My Proposals]リストで該当案件を選択し、 を

クリックしてください。 

 

申請証明を再度読み、同意を求めるメッセージが表示されます。新たにコピーした

mailto:takeda_IISR_info@takeda.co
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ほうの申請情報は、「New Grant Dialog」のポップアップウインドウで異なる条件を

選択した場合、表示されるフィールドが変わることがあります（第 6.2 節を参照し

てください）。 

 

11.9 申請情報の削除または取り下げはできますか？ 

仮トラッキング番号をまだ割付けられていない申請情報（保存前申請情報）は、ト

ップページに戻るかログアウトすることでいつでも削除できます。 

 

送信した申請情報の取り下げは、申請情報の横にある申請の取り下げ[Withdraw 

Proposal]リンクを使用してください。 

 

 

 

11.10 過去に提出したドキュメントを更新はどのようにしたら良いですか？ 

をクリックして、既に送信したドキュメントを新しいドキュメントと置き換

えてください。 

  

 

まず をクリックし、その後に をクリックして改訂版ドキュメントを

アップロードします。進行表示バーが消えてから、ポップアップウインドウの

をクリックしてください。 

 

 

 

重要な注意： を必ずクリックして添付書類を審査のために送信してくださ

い。 

 

注意： ボタンをクリックしても、当該ドキュメントは本システムから削除さ
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れません。当該ドキュメントを更新版と置き換えるだけです。 

 

11.11 患者登録の日付を更新できないのはなぜですか？ 

「Enrollment」タブは、研究の経過に伴って総累積患者登録数を記録します。過去

に送信した患者登録データにエラーがない限り、 で患者登録を決して修正し

ないでください。その代わり、 をクリックしてその時点の日付で総累積患者

登録数を入力することで更新します。 

 

11.12 「Save」と「Submit」の違いはなんですか？ 

をクリックすると、申請情報のすべてが本システムに保存されます。

をクリックすると、申請情報が審査のために送信されます。 

 

重要な注意： をクリックしても変更は送信されません。何らかの更新を

弊社に通知するためには をクリックする必要があります。 

 

11.13 「Submit」ボタンはどこにありますか？ 

のボタンは、申請情報が現在審査中の場合は表示されません。送信したい

最新情報をお持ちの場合は、担当のメディカルサイエンスリエゾン（MSL）に連絡

してください。 

 

11.14 情報を再送信した後にもタスクが表示されているのはなぜですか？ 

追加情報の要求は、弊社の事業部オペレーション担当者が再送信された情報を承認

するまで、タスクリスト[Task List]に表示され続けます。その時点では申請情報は

読み取り専用となり、未決定タスクリスト[Task List]から削除されます。 

 

11.15 パスワードを忘れてしまいました。誰に連絡すれば良いですか？ 

ログイン画面から新しいパスワードの設定を申請することができます。ユーザーネ

ームを入力し、「Forgot Password?」をクリックすると、登録されている電子メール

アドレスに仮パスワードが送信されます。なお、間違ったパスワードを 5 回入力す

るとアカウントがロックアウトされ利用できなくなります。5 回間違う前に必ず、

「Forgot Password?」をクリックしてパスワードの再設定をしてください。 

 

11.16 パスワードの変更はどのようにしたら良いですか？ 

左側のナビゲーションメニューの「Change Password」をクリックして、いつでも

パスワードを変更することができます。 
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パスワードはいずれも次の条件を満たすものでなければなりません。 

 

 8 文字以上であること 

 記号および数字を 1 つ以上含むこと 

 小文字および大文字を含むこと 

 最新のものから数えて過去 5 つのパスワードと同じでないこと 

 

11.17 ユーザーネームまたは電子メールの変更はどのようにしたら良いですか？ 

あなたのユーザーネームは、最初の登録時に入力された電子メールアドレスです。

ユーザーネームまたは電子メールアドレスの更新は、「Contact Us」をクリックし、

表示される担当宛先に申請してください。 

 

11.18 本ウェブサイトのサーバーにアクセスできないのですが、なぜですか？ 

本ウェブサイトのアドレスが正しく入力されなかった場合、次のエラーメッセージ

が表示されることがあります。 

 

Notice from Envision Technology Solutions. This server is currently undergoing 

maintenance. Please try later. 

 

本システムへ接続できない場合は、http://www.takeda.com/research/iisr/にアクセスし

て、リンクをクリックしてください。 

 

11.19 ブラウザの更新ボタンを使っても良いですか？ 

 

ブラウザの更新ボタンはご使用にならないことを強くお勧めいたします。申請を保

存する前にブラウザの更新ボタンをクリックすると、データが失われる可能性があ

ります。 

 

ブラウザを更新する必要がある場合は、各申請情報の上部に表示されている更新ボ

タンを使用してください。 

 

http://www.takeda.com/research/iisr/
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11.20 接続の問題およびエラーメッセージについては誰に連絡したら良いですか？ 

本ウェブサイトにアクセスできない場合、まず、トップページの右側にてその状況

が表示されます。アクセスできない原因は、無線ネットワークの不良、ファイアウ

ォール、VPN の使用などの可能性がありますので、念のため事前に再確認してく

ださい。 

 

本ウェブサイトにアクセスできないか、エラーメッセージが表示される場合は、左

側のナビゲーションメニューの「Contact Us」をクリックし、「Technical Support」

の担当宛先へメッセージを送信してください。その際には次のことを入力および添

付をしてください。 

 

 エラーメッセージまたはスクリーンショット 

 お使いの OS およびブラウザ 

 実行したステップおよび何が起きたかの説明 

 

「Send」をクリックしていただければ、米国の技術サポート代表者が 1 営業日後に

ご連絡いたします。 

 

または、国内お問い合わせ窓口 (takeda_IISR_info@takeda.coｍ)に連絡してくだ

さい。 

 

 

重要な注意：ブラウザまたはアプリケーションを終了または更新すると、保存され

ていないデータが失われる可能性がきわめて高いため、これらはしないでください。 

 

11.21 データ、ドキュメントのアップロード・保存・申請に時間がかかることがありま 

すがどうしたら良いですか？ 

お使いの PC やウェブ環境によって本システムでの処理に時間を要する場合があ

ります。途中で強制終了または更新すると、保存されていないデータが失われる可

能性が極めて高いため、ご面倒をおかけしますが、しばらくお待ちいただくことを

推奨します。 

 

11.22 申請システムのステータスの種類は、どのようなものがありますか？ 

本ウェブサイトに申請いただいた提案の進捗状況は、下に示すような流れに沿って、

表示されます。 

 

mailto:takeda_IISR_info@takeda.co
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当プログラムの申請目的以外での使用、および弊社の許可なく複製・転用・流用・転売・複製等することを 

固く禁じます。 

主な支援過程のステータスには、申請受付（Submitted）、レビュー中（Under Review）、

追加情報の要請（Additional Information Required）、辞退による否決（Withdrawn 

- Not Approved）、否決（Not Approved）、終了（Closed）などがあります。以下に、

アクションが必要となる主なステータスの一覧を掲載します。 

 

主なステータスの一覧 

ステータス 状態 アクション 

Activation Docs Requested 研究開始ドキュメントの登録要請 研究開始のためのドキュメントを申請し

てください。 

Active Study - Additional 

Amendment Info Required 

研究実施中－追加改訂情報の要請 追加の改訂情報を申請してください。 

Active Study - Additional 

Protocol Info Required 

研究実施中－研究実施計画書の追

加情報申請の要請 

研究実施計画書の追加情報を申請してく

ださい。 

Additional Budget Info 

Required 

追加予算情報の要請 追加の予算情報を申請してください。 

Additional Information 

Required 

追加情報の要請 追加情報を申請してください。 

Additional Pre-Activation 

Docs Required 

研究開始前のドキュメント申請の

要請 

研究開始前の追加ドキュメントを申請し

てください。 

Additional Protocol Info 

Required - No ICF 

研究実施計画書の追加情報の要請

（ICFを含まず） 

研究実施計画書に関する追加情報（インフ

ォームド・コンセント・フォームを含まず）を申

請してください。 

Additional Protocol Info 

Required - With ICF 

研究実施計画書の追加情報の要請

（ICFを含む） 

研究実施計画書に関する追加情報（（イン

フォームド・コンセント・フォームを含む）を申

請してください。 

Additional Reg Docs 

Required 

当局関連ドキュメントの追加申請

の要請 

当局関連ドキュメントを追加申請してく

ださい。 

Additional Reg 

Amendment Required 

当局関連ドキュメントの訂正版の

申請の要請 

当局関連ドキュメントの訂正版を申請し

てください。 

Concept Accepted/Protocol 

Requested 

研究実施計画書の申請要請 コンセプトが承認されました。研究実施

計画書を申請してください。 

Project Complete - No Study 

Report 

申請プロジェクトの完了－試験終

了統括報告書未提出 

試験終了統括報告書を提出してくださ

い。 

 

登録 同意 申請 審査 1 審査 2 契約 実施 
進捗/終了 

報告 


